3.コ ンピュータ システムの オ ープ ン化で産業構造 が急変

(1)ア メ リカが 先行 した産業構造 の変化
アメ リカの コ ンピュータ産業 で は大 きな構造変化 が既 に何年 も前 か ら起 きて い る。過去
何十年 もの間、業界 の雄 と して君臨 し続 けて きた IBMで す ら例外 ではな く、泰然 と して
い られな い状況 に追 い込 まれて い る。 コ ンピュータ業界 の競争が益 々 グローバ ル化 し、更
に強力 な競争相手 であるアメ リカ企業 が既 に、 この構造変化 を経験 し、
,対 応を始 めてい る
だ けに我 が国 の コ ンピュータ業界 へ の影響 が大 きな問題 である。
アメ リカで起 きて い る、 これ と同様 な構造変化 が我 が国 の コ ンピ.■ ― 夕業界 で果 して、
どの ような形 で起 きて い るか、それ と も市場 の特殊性 によって守 られて い るのかについて
、現状 の兆候 を探 って見 る。
① オ ープ ンシステム需要 の拡大
ユーザ ー側 のオ ープ ンシステムヘ の要求 は二 つの要素 か らな っている。一 つ は 「自社 の
情報化装備 のすべ てを一社 に依存す るの は好 ま しくない」、 もう一 つ は 「誰 かが何処 かで
開発
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た ソフ トウエ アで有効 な もの は必要最小限の修 正で、 どんなハ ー ドウェ アの上で も

動 いて欲 しい」 とい う観点である。現時点でのオ ー プンシステムが、 どの程度 この欲求を
満 た しているか、 どうかは別 と してオ ー プン化 とい う方向がユーザ ーか ら期待 されている
ことは確かである。
一方、ベ ンダー側 と して も、技術的 に複雑度が年 々増加 してい くコ ンピュー タシステム
のすべ てを独 自開発 で提供 し続 けることが難 しいとい う事情 t)あ る。技術開発投 資を妥 当
な範 囲 に抑 え るために もオー プ ン化 の流れに逆 らうことは不可能なのである。
我 が国 とアメ リカにおける コ ンピュー ダ業界全体 の製品別売上構成比率を比較 してみる
と次 の通 りであるc
ロ コンピュータの製品別売上構成比率 (1990年 度 )
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ここではメ インフ レーム とオフ コ ンが クローズ ド環境 を持 つ製品であ り、ワー クステ ー
シ ョン・ パ ソコ ンが オー プ ン標準環境 を持 つ製品 とみ ることがで きる。既 に構造変化が現
実 とな っているアメ リカではワー クステ ーション・ パ ソ コ ンが50%以 上 の売上 を 占めてい
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るが、我 が国では、まだ メインフ レームやォ フコ ンなどの クローズ ド環境 の製品が50%以
上 の売̲Lを 占めてお り、オ ー プン化 の動 きは現実 に売上の シフ トとい うレベ ルで は表面 で
騒 がれているほどは起 こっていない。 この ことが多少 な りとも我が国企業 にとって ジレン
マを引 き起 こしていることは事実 である。特 にメイ ンフ レームか らパ ソコ ンまでを幅広 く
開発・ 生産・ 販売 して い る総合 コ ンピュー タメー カーにと っては思 い切 った シフ トに踏 み
切 るだけの説得力 の あるオ ープ ン市場 の立 ち上が りが見 られな いか らである。
② ソフ トウエ アの相対価値が増大
これまでの コ ンピュー タ関連産業 の発展 を支えて来 た最大 の要因 は、半導体を含 めたハ
ー ドウェアの価格性能比 が飛躍的 に向上 し続 けて来た ことで ある。 しか し、 ここに来 て 「
成長・ 収益機会 がハ ー ドウェアか らソフ トウェア・ サ ービスヘ 」の移行 が、次 の二つの理
由か ら現実 に起 こっている。一 つ は 「単 に、ハ ー ドウェアに関す る進んだ技術を提供す る
だ けでは、ユーザ ーが使 いこなせない」 ことである。 ソフ トウェアの充実が な ければ売 れ
ないとい う現象 が起 こって来 た。 もう一 つ は 「オ ープ ン化 に伴 い、ハ ー ドウェアとソフ ト
ウェアの分離現象 が起 こっている」 ことで ある。従来 はハ ー ドウェアとい うときはソフ ト
ウェア も含 めて渾然一体 とな った存在 と ヒ′
て とらえ る傾 向が強 か った。我が国では特 に、
「ソフ トウェア はハ ー ドウェアの添付品」 とい う感覚が強〃ヽったが、 この ことはクローズ
ドな世界 では、 そ う考えて も、 さほど不便 はなか った。 しか し、オープ ンの世界 ではソフ
トウ ェアやサ ー ビスは明確 にハ ー ドウエ アか ら分離 され る傾 向 にある。ア メ リカの コ ンピ
′市場 での売上 は1970年 には約 80%を ハ ー ドウェアが :当・
ュー タ企業 の グローバ ′
めていたが
lノ

、 1990年 には約

53%、

2000年 には約 40%と 逆転現象 が起 ころ うとして い るc

ロ アメ リカ企業 のソフ トウエ ア・ サ ー ビス事業
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このよ うにアメ リカでは、オー プ ン化が進む につれ、

ー ドウェアか らソフ トウェア・

サ ー ビスが明確 に分離 し、収益機会 もソフ トウェア・ サ ー ビスに移 って来 てい る。 しか し
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、我が国で は、まだハ ー ドウエ ア中心 の視点 が根強 く 「ソフ トウェアはハ ー ドウェアの添
付品」 とい う感覚が顧客側 に定着 して い る。 このよ うな状況 をつ くり出 して来 たのは、我
が国 の コ ンピュータ企業 に責任 がある。我 が国の市場 は長年 に渡 って、開発・ 生産か ら顧
客 の システム開発・ 販売・ サポー トまで の垂直統合型 ビジネスを展開 して来 た。 メインフ
レーム事業 の採算構造 はハ ー ドウェアで大 きな利益 を稼 ぐことで成立 してお り、 ソフ トウ
ェアやその他 のサ ポー トでは、 ほとん ど利益を期待 せず、また、時 には無償 で顧客 に提供
す る こと もあるのが実状 で 、 トー タルで利益を確保 で きればよいとい う考えの もとで過去
30年 近 くも ビジネスが行 われて来 た。 このよ うに長年、顧客 を慣 らして来 た ことを考え̲る

と自業 自得 と も言 え る。
もう一方 の原因 が顧客側 に もある。歴史的 にみて も我 が国 には有形資産 に対価 を支払 う
とい う考え方 はあ るが、無形 資産 に関 しての価値観 が一般的 に低 いことは否 めない事実 で
ある。結果的 にハ ー ドウエ アか らソフ トウエ アやサ ー ビスの利益分を回収 せ ざるを得 ない
とい うことにな って しま った。
ところが、我が国企業 も最近 は、そ うは言 ってお られず ソフ トウェアやサ ー ビスに対 し
ての有償化 の動 きが サ ー ビスメニ ューの整備 とい う形 で メイ ンフ レーマを中′
に起 きて来
己ヽ
ている。
③ ハ ー ドウェアの付加価値が半導体 チ ップに集中
ハ ー ドウ ェアの進歩 に最 も大 き く寄与 したの は半導体技術 である。半導体 のスイ ッチ ン
グ速度・ チ ップ集積密度・ 回路設計・ 実装技術が飛躍的 に向上 したことによって コ ンピュ
ー タ機能 の大半 が チ ップ上で実現 で きるよ うにな った ことが大 きい。結果 と してハ ー ドウ
ェアの付加価値 の源泉 が システム側 か らチ ップ側 へ と移行す るとい う現象 が現れて来 た。
我 が国の技術力 によってチ ップを開発 し、保有 して い る分野 であれば、 さほど大 きな問題
にな らないがアメ リカ企業 が完全 に標準技術を支配 しているオープ ンアーキテ クチ ャであ
るパ ソコ ンとワー クステー ションの分野 で起 きて い る ことが我 が国 の コ ンピュー タ業界 に
と って重大な問題 なのである。我 が国 の企業 にRISCチ ップを開発す る技術力がないの
で はな く、オ ープ ンアーキテ クチ ャにおいて は、如何 に市場支配力 の あるオペ レーテ ィ ン
の上で稼働 し、更
グシステZ、 が、その シ ステニ、

!ご

̲多

くの アプ リケー ションが提供 され るか

が普及 の条件 であ り、その RISCチ ップを採用す るベ ンダーが増 えることで経済性 も加
速要因 とな って 、更 に確固 たる市場地位 が確立す る。我が国 の企業 は、ほとん どアメリカ
企業か ら調達せ ざるを得 な い状況 に追 い込 まれて い るのである。短期的 には、別に安 く調
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達 で きるのだ か ら悪 いわけでな いが 、長期的 に我 が国 の コ ンピュー タ業界 が確 固 たる優位
性 をど こで 出 してい くのか とい うことを考 えたときに安泰 と してい られな い。
④高収益型事業 か ら低収益型事 業構造 ヘ
コ ンピュー タの価格戦略 はオーデ ィオ機器や家電製品 のよ うな コモデ ィテ ィ製品 の価格
戦略 に近 づ いている。 パ ソコ ンにおいて、特:に 、 その傾 向が顕著 である。 アメ リカの コ ン
ピュー タ企業 のすべ てが、 5年 前 に比 べ て粗利率 が数 %低 くて も収益がで る体質 の企業 と
なることを 目標 に して い る。 このために人員削減や工場 の閉鎖、 日本企業 へ の製造・ 生産
委託 といった後 ろ向 きの施策を含 んだ思 い切 った事業 の リス トラを実施 して い る。
最近、 日本

IBMが

1,600人 の大規模 な雇用調整 を発表 し、アメ リカ I BLlの 大 きな リ

ス トラの波 が、ついに我 が国 に も来 た感がある。 しか し、今 までの ところ、アメ リカ企業
に、 この数年間 にみ られたような大規模 な リス トラの動 きは我が国の コ ンピュー タ企業 に
は表面的 には現れて いない。今回の不況 さえ乗 り切れば とい う楽観論 が我 が国 の コ ンピュ
ー タ企業 の経営者 の間 にみ られた。 しか し、 メイ ンフ レープ
、の売上が予想以上 に低落 し、
また、一方 で はユーザ ーの投資意欲 が景気回復後 もメイ ンフ レームに対 して戻 らな いか も
しれないとい う不安か ら多 くの企業が真剣 に 自社 の構造改革を検討 し始 めてい る。 問題 は
今後 の売上 の伸 びが期待 され るパ ソコ ンや ワー クステ ー ションの製品分野 は低 マージンの
ため、同 じ売上をあげたとして も現状 の メイ ンフ レームなどの垂直統合 した ビジネスを遂
行 して きた体制を支 え切れな い とい うことで ある。多 くの アメ リカ企業 が リス トラによ っ
て短 期 に収益構造 と自社 の再定義 を実現 して、奇蹟的 に再生 しているなかで、果 して我 が
国 の企業が リス トラを避 けて解が 出せ るので あろうか。
⑤ ユーザ ーの選択 の幅が拡大 、 マルチベ ンダ ー環境
オ ープ ン化 が進む ことで顧客側 の選択 の幅が格段 に拡 が る。 この選択 の幅 がパ リー シフ
トの源泉 である。 クローズ ドな世界 ではユーザー企業が 自社 の情報化投資 の大半を一 つの
コ ンピュー タメー カーに依存 せ ざるを得 なか った。 コ ンピュー タの 内部構造や基本 ソフ ト
ウエ アの詳細 が クローズ ドされて い るため、何 もか もを、 そのメーカー に頼 らざるを得 な
か った。 まさにパ ワー はベ ンダー側 にあ ったのである。 オ ー プ ンの世界 で はオ ープ ン標準
に従 う複数 のベ ンダーか らコ ンピュータを調達す る ことがで きる。顧客 の側 に立 った シス
テム イ ンテグ レー ターの存在 もパ ワー シフ トの一要因 と してあげる ことがで きる。
しか し、まだまだメインフ レームをベースとした システムが大手企業 においては主流で
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あ り、今後 も多 くの顧客企業が基幹 システムとして利 用す るとい う現実 は一朝 一夕 には変
わ らな いだ ろ うc問 題 は新規投資部分 であ り、いろいろな企業 の情報 システ ム関係者 は、
どうも新 しい システ ムを開発す る場合 にオープ ンシステ ムを指向す る顧客企業が非常 に多
く、 自社 に入 っているメイ ンフレームベ ンダーに相談す るよりも、複数 の オー プ ンシステ
ムベ ンダーを並行 して検討 して い るケースが多 い。 この企業内でのパ ワー シフ トは現在、
バ ックログで手 が 回 らな い情報 システ ム部門がエ ン ドユーザ ー部門の聖域 内での分散 シス
テ ム構築 に秩序 を導入 で きない状況下 でパ ワー シフ トが展開 されているが、更 に工̲ン ドユ
ーザ ー部門側 で の分散 システ ムの構築 が進んで 、再度 、全社 システ ∠ヽとの統合 とな った と
き、どち らの影響力が強 くな ってい るかが 問題 である。その ときに始 めて 真の メイ ンフ レ
ムの ダウ ンサイジングが現実 の ものに違 いないっ
⑥ 日本語 の壁が崩壊、競争環境が グ ローバル化
現在、起 きている

「 ローバルヘ の ソフ
ト」とい う意味 は、以前 に も増 して 「アメ リカ
ダ

市場 =グ ローバ ノ́市場 」 という傾 向が 極 めて強ま っていることで ある。 ポイ ン トはオ ープ
[ノ

ン標準 の ほば、すべ てがアメ リカ市場 でアメ リカ企業 の手 によ って決 まり、その標準 が グ
ローバ ルに意味を もつ ようにな って きた ことである。例 えばパ ソコ ンでは、 グローバ ル市
場 におけるパ ソコ ンの事実上 の標準 は IBM―
の市場 だけが NECの

PC‑98で

PCと 、 その互換機 マ シンで ある。我 が国

ローカル性 が非常 に強 い。 ローカル市場 が成立 したの

は我 が国 の特殊性 による。 日本語処理 能力 が特殊 なハ ー ドウエ アによ って実現 され、 しか
もオ ープ ン化 されなか ったか らである。 しか し、現在 はハ ー ドウエ ア性能 の ア ップによ り
、 グローバ ル製品上 で も日本語 が扱 え るようになり、 日本語 オペ レーテイ ングシステ ム も

DOS/Vと

てオープ ン化 された。 グローバ ル製品 は対象市場 の大 きさが圧倒的に大 き
し′

よる規模 の経済性 で低価格 が実現 され、我が国 の市場 に もグ ローバ ル化現象
く経験効果 に、
がみ られ る。
我 が国 の コ ンピュータメーカ ー もこの20年 間で非常 に輸 出を伸 ば して きてお り、その意
味ではグローバ ルな市場競争 に十分 に参加 しているよ うにみえる。 1970年 代 に 100億 円以
下 (輸 出比率 2。 4%)だ った輸 出が 1990年 代 には 2,500億 円以上 (同 40。 2%)に な ったわけで
あるか ら1960年 代 に、全 く素地 のなか った我 が国 に、 これだけの成長を遂 げた ことは驚異
的である。 これは半導体 を含 め、我 が国 の コ ンピュータ業界 の技術力 の醸成 が通産省 の適
切 な保護 による もので ある。
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□我が国 コ ンピュータ企業 の輸 出
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しか し、輸 出が急増 して い る中身 は周辺機器 や コ ンポー ネ ン ト部品であ って コ ンピュー
タ本体 で はない。 つ まり、オープ ン標準 に係 わ る中核技術で はな く、小型化技術や量産技
ノ
て、 これ らの世界 の生産 拠点 と して の地歩を固 めて
術、更 に、高度 な品質管理を強 み と ヒ
きたのである。 コモデ ィテ ィ化 した レーザ ープ リンターやメモ リー DRAMは 生産で きる
が、 オー プ ン標準 にか らむ マ イクロプロセ ッサはアメ リカ企業 か らライセ ンスを受 けたセ
カ ン ドソースが数社 あるのみであ る。我 が国の コ ンピュー タ産業 の空洞化 の問題 が大 きく
クローズ ア ップされて くる。我が国 の コ ンピュー タメーカ ーは市場 において、 日本語 の実
装時 に築 かれた非互換性 の障壁 や通産省 の産業保護政策 などの特殊性 に守 られ、アメ リカ
′
なが らも市場 シェアで は上位を確保 して これた。 これが我 が国 コ ンピ
企業が市場 に参入 ヒ
ュー タメーカ ーの拠 り所 であ り、 「アメ リカ市場 に何 が起 ころ うが我が国で は起 こらない

Jと い う意見が罷 り通 って きたわ けであ る。 しか し、本当 に我が国の市場 は鎖国状態 でい
られるだろ うか。そ こには経済性 の問題 もあ り、十分 に理解 しておかないと我 が国 の市場
のみを対象 に した製品では、 もはや太刀打 ちで きな いときが来 るはずであ るc
⑦垂直統合型事業か ら戦 略提携型事業へ移行
価値連鎖構造 にお ける諸要素 をで きるだ け社内 に持 ち、
。その ことで競争優位 を維持 しよ
うとす るのが垂 直統合戦略の基本 であ った。確か に、 クローズ ドな環境 の時代 には、部品
か らCPUま で、すべ てを 自社 システムに合 わせて開発す る必要 があ り、 ソフ トウエア開
発や きめ細 かいサ ー ビスを高価なハ ー ドウェ アと一体化 させて提供す るため、販売・ サ ー
ビス面 で も直販体制を組む必要 があ った。 しか し、次 にあげる三 つの理 由か ら垂 直統合 ヘ
の イ ンセ ンテ ィブが弱 ま って きた。第一 に、部品・ マイクロプロセ ッサ・ ォペ レーテ イン
グ システム とい った レベ ルでの標準化 が進み、安価で の調達 が可能 とな って独 自開発 の必
要性 が低下 して きた。第二 に 、コ̲― ザ ーや システムイ ンデ・グ レー タの レベ ルでハ ー ドウェ
ア・ ソフ トウエ ア要素 を接続 す ることが可能 とな り、ユーザーに提供す る全 要素を コ ンピ
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ュー タメ́ー カーが提供す る必要性 が低下 した。第二 に、パ ソコ ンや ワー クステ ー ションと
いった 小型機 の事業 においては、垂 直統合 も含 めて企業規模や事業範囲が大 きい必要性あ
まりな くな った。結果 として、価値連鎖構造 における役割 を戦略提携 によ って埋 め る こと
で競争優位 を確立す る ビジネスモ デ ルが重 要 にな って きたcこ の

1こ

とは、 自社 の強みを集

中 した事業展 開 を図 る以外 に競争 に勝 つ方法 がな いことを意味す る。ア メ リカ企業 の多 く
が、弱 み ともいえ るハ ー ドウエ ア分野 を我 が国 の企業 との提携 によって展開

lノ

ようと考 え

ているのはこのためである。

(2)我 が 国 にも来たオ ープ ンシステム化 の波
1992年 、景気後退 に加 えて、ア メリカで起 きたオ ープ ンシステム化 の波 が我 が国 に も来

た。ハ ー ドウェアの急速 な低価格化 とシステムの分散化 とい う二つの構造変化 が同時 に顕
在化、市場 を更に厳 しい ものに した。 これは景気後退 のよ うな一 時的 な現象 で はない。先
ず 目立 つのが、ハ ー ドウェアの製品寿命 である。従来、 4〜 5年 のサ イクルで新製品 を投
入すれば更新需要 が確保 され、開発 コス トもそれほど大 きな負担 にはな らなか ったわけで
あ るcし か し、技術革新 の急展開 に伴 って事情 は大 き く変わ った。製品 サ イクルは 日毎 に
短 くな り、開発 コス トを回収す る暇 さえない状態 である。新製品 を発表す るたびに性能 は
向上す るが、競争上、価格 は下げ ざるを得 ない。 もうひとつの構造変化 は、需要が メーカ
ー にとって最 も利益率 の高 いメイ ンフ レームか らワー クステ ー ション、更 にはパ ソコ ンに
移行 した ことである。 かつて はメイ ンフ レームで しか こなせなか った業務 が通信技術 の進
歩 で ワー クステ ー ションやパ ソコンをネ ッ トワークで結んで、 い と も簡単 に出来 るよ うに
な った。 このよ うに技術革新 の テンポは早 くな った ことは、 とりもなお さず コ ンピュー タ
ビジネスを薄利多売 の市場構造 へ誘 うものである。 システ ムの分散化 はユーザ ーにとって
安 い値段 で処理能力 の大 きいシステムが実現 で きるとい う願 って もない時代 の到来を告 げ
ることにな った。当然 の ことなが ら、 これはメーカーの収益力を低下 させ る。加えて、製
品 リイクルが短 くなれば景気 が回復 して もユーザ ー はお いそれ と新製品 に手 を 出 さな くな
る。少 な くとも価格対性 能比を見極 めた上で導入す るのが通常 の企業行動であるのまた、
製品 サ イクルが短縮化 し、且 つ互換機市場 が拡大 した ことで コ ンピュータ市場 はメー カー
が 当初企画 した方 向 とは正反対 の方向 に進 んでいる。更 に、互換機市場 が拡大 で ハ ー ドウ
エ アや ソフ トウエ アの供給量 が急速 に増 え、ユーザ ーの選択肢 は広が ったが、その一方 で
各 メー カーが 開発す る製品の優劣 がそれほどな くな って きた。 その結果、 コ ンピュー タ ビ
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ジネ スの主戦場 は開発競争 か ら価格競争 に移 り、売 らんが ための値引 き戦争が エ スカ レー
ト、利益率 が従来 に も増 して低 Fす るとい う悪循環 の可F場 構造 が 出来̲Lが って しま った。

(3)エ

ン ド.コ ̲― ザ ーコンピューテイ ングの進展

ダウ ンサイジングやオープ ンシステム化 の潮流 はユーザー企業内 におけるエ ン ドユ ーザ
ーの情報 リテラ シーを より向上 させ、情:報 システムの利用 や構築 に対す る考 え方 を変化 さ
せている。 また、それ につれて情報 システム部門の役害1に 質的 な変化 の兆 しが見 られ る。
ダ ウンサイジングの進展 により企業内各所 に パ ソコンや ワー クステ ー ション等 の情報機
らに接す るエ ン ドユ.― ザ ーが増加す るcそ して従来 の情報 システム部門中
器か増 え、そね′
心 の情報 シ.ス テユ化 に対 し、利用部門の ■―ズに沿 ったボ トムア ップ式 の情報 システム化
:、

が望 まれ るよ うになる。 しか しなが ら情報 システ ム部門 は多 くの場合、基幹業務 システム
など、全社的 な視点 に立 った ホス ト系 の システムの開発業務 に追われて機敏 な対 応が とれ
ない状況 に陥 っている。 その結 果、利用部門が独 自に情報 システムの構築 を外部 に委託 す
るケースやエ ン ドユーザー 自身 がパ ソコ ンやワー クステーシ ョンを駆使 して情報 システム
の開発 を行 うケー スが急増 して い る。小型機 の低価格・ 高性能化 とい うダ ウンサイジング
の潮流 とエ ン ドユーザ ーの情報 リテラ シーの 向上が情報 システム部門 に委託す るよりも短
期間 で、かつ低 コス トな開発 を可能 に している。
このよ うな情報化 に関す る利用部門の意識 の変化 により、情報 システヱ、
部門 に求 め られ
る役割 も変化 しつつ ある。情報 システム部門の体力不足 も勿論あるが 、
、メインフレーム に
固執、あるい はメイ ンフレームに しか対 応で きな いとい う技術的な融通性 の無 さ も利用部
F¶

主導 の情報化 を加速 して い る。
情報 システム部門 には、従来 のよ うに社内の情報化 を専門的に請 け負 うことよ りも、豊

富 な専門知識 を活か して利用部門 に対す るア ドバ イ スや コ ンサルテ ィ ングを行 うよ う求 め
られ ることが多 くなるであろう。1青 報化先進企業 と して知 られ る花王が子会社 を含 めて現
在 400人 い る情報 システム要員 を順次利用部門 に転属 させ ることによ って 3年 以内に100
人未満 にす る言
十画を発表 した ことは、そ うしたエ ン ドユーザ コ ンピューテ ィングの進展 と
情報 システム部門の役割 の変化を示す一例 である。
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